
第46回関東信越地区高等専門学校陸上競技大会                                      
　期日：平成21年7月18日（土）19日（日）                                         
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/19 女子  -0.1 宮澤 留美(4) 13.14 影山 理花(2) 13.42 大江 茜(3) 13.63 中村 知美(3) 13.96 吉原 沙季(2) 13.99 吉田 操(4) 14.10 小塙 夏美(3) 14.54 高畦 千翔(5) 15.14

100m 長野･長野 関信新・大会新 東京･サレジオ 東京･サレジオ 千葉･木更津 長野･長野 千葉･木更津 栃木･小山 東京･東京
07/18 影山 理花(2) 2,21.17 宮澤 留美(4) 2,24.10 飯村 安依里(1) 2,28.04 西村 綺良々(1) 2,42.11 小野 有香(2) 2,50.82 福田 るり(1) 2,56.89

800m 東京･ｻﾚｼﾞｵ 関信新・大会新 長野･長野 茨城･茨城 茨城･茨城 千葉･木更津 栃木･小山
07/18 中村 知美(3) 4.98(-0.2) 大江 茜(3) 4.86(-0.6) 永塚さつき(5) 4.76(0.0) 木村 綺愛(1) 4.48(-0.2) 小塙 夏美(3) 4.22(+0.3) 渡辺 風子(4) 4.10(-0.5) 藤澤 緑(3) 4.00(-0.4) 村山希らら(1) 3.84(0.0)

走幅跳 千葉･木更津 東京･サレジオ 千葉･木更津 群馬･群馬 栃木･小山 東京･東京 長野･長野 茨城･茨城
07/19 藤澤 緑(3) 9.48 池口 円香(4) 7.90 鈴木 美妃(4) 7.57 吉澤 翠和乃(3) 7.33 吉田 操(4) 6.88 吉原 沙季(2) 6.67 村山 希らら(1) 5.95

砲丸投4.0kg 長野･長野 関信新・大会新 栃木･小山 千葉･木更津 栃木･小山 千葉･木更津 長野･長野 茨城･茨城
07/18 オープン女子  -0.6 宮澤 留美(4) 26.76 影山 理花(2) 27.30 吉原 沙季(2) 28.96 北山 小百合(2) 37.07

200m 長野･長野 関信新 東京･サレジオ 長野･長野 千葉･木更津
07/19  -0.5 中村 知美(3) 16.03 大江 茜(3) 18.40 櫻井 志穂(1) 20.84

100mH 千葉･木更津 東京･サレジオ 茨城･茨城
07/19 永塚さつき(5) 1.45 石川 麻美(5) 1.40 村山 希らら(1) 1.35 初宿 朋香(1) 1.30

走高跳 千葉･木更津 大会新 千葉･木更津 大会タイ 茨城･茨城 東京･東京
07/19 北山 小百合(2) 5.88

砲丸投4.0kg 千葉･木更津
07/18 藤澤 緑(3) 29.67

円盤投1.0kg 長野･長野
07/19 永塚さつき(5) 29.88 鈴木 美妃(4) 23.71 北山 小百合(2) 14.87 影山 理花(2) 12.90

やり投0.6kg 千葉･木更津 大会新 千葉･木更津 千葉･木更津 東京･サレジオ
07/19 混成(ｻﾚｼﾞｵ/長野）      51.96 木更津       55.90 東京       57.98 小山       58.35 茨城       59.50

4×100mR 大江 茜(3) 吉田 操(4) 初宿 朋香(1) 小塙 夏美(3) 櫻井 志穂(1)
影山 理花(2) 永塚さつき(5) 林 美友梨(2) 朝倉 咲(2) 飯村 安依里(1)
吉原 沙季(2) 中村 知美(3) 渡辺 風子(4) 福田 るり(1) 村山 希らら(1)
宮澤 留美(4) 鈴木 美妃(4) 高畦 千翔(5) 吉澤 翠和乃(3) 西村 綺良々(1)

木更津 87 長野 54 サレジオ 42 茨城 31 小山 27 東京 16 群馬 5
女子総合


	決勝記録一覧表

